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民法・不動産登記 
 

【民法】 

明治29年４月 27日法律第89号（明治31年７月16日施行） 

平成29年６月２日法律第 44号（令和２年４月１日施行） 

平成30年６月 20日法律第59号（令和４年４月１日施行） 

最終改正：平成 30年７月13日法律第72号（令和元年７月１日施行） 

 

 

【不動産登記法】 

平成16年６月18日法律第123号（平成17年３月７日施行） 

平成29年６月２日法律第 45号（令和２年４月１日施行） 

最終改正：平成 30年７月13日法律第72号（令和元年７月１日施行） 
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☐☐民３．物・不動産・動産 

 

⑴ 民法において，『物』とは「有体物」（体積の有る物：個体・液体・気体）をいうとされ

ています（民 85）。 

⑵ このうち，「土地」及び「その定着物」（建物・立木等）を「不動産」（民86Ⅰ），「不動

産以外の有体物」を「動産」とする（民86Ⅱ）と定義されています。 

⑶ 「建物」は，｢常に｣，土地とは別個独立した不動産として取り扱われていることに注意

しておいてください（民 370，不登２①参照）。 

⑷ 「立木」（「りゅうぼく」と読みます）も，土地の定着物として不動産ではあります（大

判昭和７・５・18）が，原則としては「土地所有権の一部」を構成する点が建物とは異

なります。もっとも，立木登記（立木１，２，12）又は明認方法（大判昭和９・10・30）

を対抗要件として，地盤から離れて立木のみを譲渡することも可能です（民 370ただし

書，不登88Ⅰ④）。  

⑸ 建築中の建物は，独立に風雨をしのげる程度，すなわち，屋根瓦がふかれ，周壁として

荒壁が塗られた程度に達すれば，まだ床や天井を備えていないとしても，建物となり，

１個の不動産となるとするのが判例（大判大正15・２・22，大判昭和10・10・１）です

（不登規111参照）。 

⑹ 不動産と言えるためには，「定着」している必要がありますから，一時的に土地に「付

着」しただけでは，まだ不動産とはいえません（仮植中の草木につき，大判大正 10・８・

１0参照）。 

⑺ なお，2020 年４月１日施行の改正により，「無記名債権は，動産とみなす。」との規定

（旧86Ⅲ）は削除されました。 

 

 

民第85条（定義） 

この法律において「物」とは，「有体物」をいう。 

 

改正民第86条（不動産及び動産） 

１ 「土地」及び「その定着物」＜建物・立木等＞は，「不動産」とする。 

２ 「不動産以外の物」＜有体物：民85＞は，すべて「動産」とする。 

 

民第369条（抵当権の内容） 

１ 抵当権者は，債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した「不動産」に

ついて，他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

 

民第342条（質権の内容） 

 質権者は，その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った「物」＜動産・不動産

不問＞を占有し，かつ，その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権

利を有する。 

民法・不動産登記法１
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民第265条（地上権の内容） 

 地上権者は，他人の「土地」において工作物又は竹木を所有するため，その土地を使用す

る権利を有する。 

 

改正民第601条（賃貸借） 

 賃貸借は，当事者の一方がある「物」＜土地・建物・動産不問＞の使用及び収益を相手方

にさせることを約し，相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物

を契約が終了したときに返還することを約することによって，その効力を生ずる。 

 

民第395条（抵当建物使用者の引渡しの猶予） 

１ 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である「建物」＜×土地

＞の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの（次項において「抵当建物使用者」と

いう）は，その建物の競売における買受人の買受けの時から６箇月を経過するまでは，そ

の建物を買受人に引き渡すことを要しない。 

 

不登第２条（定義） 

この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

① 不動産 土地又は建物をいう。 

 

立木第12条（立木登記簿） 

各登記所ニ「立木登記簿」ヲ備フ 

 

不登規第111条（建物）  

建物は，屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し，土地に定着した建造物であって，

その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。  

 

民第370条（抵当権の効力の及ぶ範囲） 

 抵当権は，抵当地の上に存する建物を除き＜土地と建物が別物であることを示唆＞，そ

の目的である不動産（以下「抵当不動産」という）に付加して一体となっている物に及ぶ。

ただし，設定行為に別段の定めがある場合…は，この限りでない。 

 

不登第88条（抵当権の登記の登記事項）  

１ 抵当権…の登記の登記事項は，…次のとおりとする。 

④ 民法第 370条ただし書の別段の定めがあるときは，その定め＜例：特約 立木には

抵当権の効力が及ばない＞ 

 

立木第１条（定義）  

民法・不動産登記法１
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１ 本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団

ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ 

 

立木第２条（独立性）  

１ 立木ハ之ヲ不動産ト看做ス 

２ 立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ「譲渡」シ又ハ之ヲ以テ「抵当権ノ目的」ト為ス

コトヲ得 

３ 土地所有権又ハ地上権ノ処分ノ効力ハ立木ニ及ハス 

 

民執第43条（不動産執行の方法） 

１ 不動産（登記することができない土地の定着物＜例：庭園の庭石や石灯籠，立木法の

適用のない樹木，鉄塔→動産執行の対象（民執 122Ⅰかっこ書）＞を除く。以下この節

において同じ）に対する強制執行（以下「不動産執行」という）は強制競売又は強制管

理の方法により行う。… 

 

民執第122条（動産執行の開始等） 

１ 動産（ⓐ登記することができない土地の定着物，ⓑ土地から分離する前の天然果実＜民

88Ⅰ＞で「１月以内」に収穫することが確実であるもの及びⓒ裏書の禁止されている有価

証券「以外」の有価証券＜裏書で譲渡できる有価証券，例：手形・小切手（手14Ⅰ）＞を

含む。以下この節，次章及び第４章において同じ）に対する強制執行（以下「動産執行」

という）は，執行官の目的物に対する差押えにより開始する。 

 

民第176条（物権の設定及び移転：意思主義） 

 「物権」の設定及び移転は，当事者の「意思表示のみ」によって，その効力を生ずる。 

 

民第177条（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 

 Ⓐ「不動産に関する物権」のⒷ「得喪及び変更」は，Ⓒ不動産登記法その他の登記に関す

る法律の定めるところに従いその登記をしなければ，Ⓓ「第三者」＜善意・悪意不問，最判

昭和32・９・19＞に「対抗」＜主張＞することができない。 

 

民第178条（動産に関する物権の譲渡の対抗要件） 

 「動産に関する物権」＜所有権＞の「譲渡」は，その動産の「引渡し」がなければ，第三

者に対抗することができない。 

 

民第192条（即時取得） 

 「取引行為」によって，「平穏」に，かつ，「公然」と「動産」の「占有を始めた」者は，

＜占有を始めた時に＞「善意」であり，かつ，「過失がない」ときは，即時にその「動産に

ついて行使する権利」＜所有権と質権＞を＜原始＞取得する。 
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☐☐民４．元物と果実 

 

民第88条（天然果実及び法定果実） 

１ 物の＜本来の経済的＞用法に従い収取する産出物を「天然果実」とする。 

２ 物の「使用の対価」として受けるべき金銭その他の物＜賃料，利息等＞を「法定果実」

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 物から生ずる収益上の経済的利益を「果実」といい，この果実を生み出す元となる物

を「元物（「げんぶつ」ないし「がんぶつ」）」といいます。 

⑵ 果実には，天然果実と法定果実があります。単に「果実」という場合には両者を含む

用語例であることに注意しておいてください（民 189Ⅰ，297Ⅰ参照）。 

⑶ 元物からその本来の経済的用法に従って自然に収取される産出物を「天然果実」とい

い（民88Ⅰ），畑から採れる野菜，樹木から採れる果物のほか，牛が出す牛乳，山林か

ら伐採される木材や鉱物なども天然果実です。 

⑷ 「法定果実」とは，元物を他人に使用させた対価として受ける金銭等であり（民 88

Ⅱ），地代や家賃，金銭を貸したときに得られる利息などがあります。 

⑸ なお，物の「使用利益（使用価値）」は，法定果実に準じて取り扱われることが多い

ことに注意しておいてください（大判大正14・１・20）。 

 

民第13条（保佐人の同意を要する行為等） 

１ 被保佐人が次に掲げる行為をするには，その保佐人の同意を得なければならない。ただ

し，…  

① 元本＜×果実＞を領収し，又は利用すること。 

 

民第189条（善意の占有者による果実の取得等） 

1 「善意」の占有者＜果実収取権を有する本権を有すると誤信して占有する者＞は，占有

物から生ずる「果実」＜天然果実・法定果実＞を取得する。 

※ 民法第 189条の「果実」には，天然果実と法定果実のほか，「占有物を利用したこ

とによる利得」も含み，自己に所有権があると誤信して他人の所有する家屋に居住し

ている者は，その使用利益を所有者に返還する必要はない。（大判大正 14・１・20） 
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☐☐民５．代替物・特定物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆代替物（消費貸借の目的物；民 587）でも，特に当事者がその物の個性に着目すれば，

特定物となるし，不代替物でも，大量の取引においては，不特定物として取り扱われる

ことがあることに注意!! 

 

民第587条（消費貸借） 

 消費貸借は，当事者の一方が種類，品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約し

て相手方から「金銭その他の物＜代替物＞」を受け取ることによって，その効力を生ずる。 

 

改正民第589条（利息） 

１ 貸主は，特約がなければ，借主に対して利息を請求することができない。 

 

改正商第513条（利息請求権） 

１ 「商人間」において「金銭」の消費貸借をしたときは，貸主は，＜特約がなくても，無

利息の特約をしない限り＞法定利息を請求することができる。 

 

改正民第400条（特定物の引渡しの場合の注意義務） 

 債権の目的が「特定物」の引渡しであるときは，債務者は，その「引渡しをするまで」，

契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる「善良な管理者の注

意」＜善管注意義務＞をもって，その物を保存しなければならない。 

 

改正民第659条（無報酬の受寄者の注意義務） 

 「無報酬」の受寄者は，「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって，寄託物を保管

する義務を負う。 

☞有償の受寄者→善管注意義務（民 400） 

 

改正民第484条（弁済の場所及び時間） 

１ 弁済をすべき場所について「別段の意思表示」がないときは＜任意規定＞，「特定物の

引渡し」は「債権発生の時」にその物が存在した場所において，「その他の弁済」は＜弁

物の客観的性状より

判断して， 

他に代わりうる物が

ある物が｢代替物｣， 

他に代わりうる物が

ない物が｢不代替物｣ 

代替物 

例：新刊書等 

不代替物 

例;古書，土

地建物等 

不特定物 

例：ビール1ダ

ース等 

具体的な取引におい

て， 

その当事者が物の個性

に着眼して取引したか

否かによる分類。 

個性に着目したものが

｢特定物｣，そうでない

ものが｢不特定物｣ 

特定物 

例：この本，こ

の建物等 

民法・不動産登記法１

sa
m
pl
e



31 

 

済をする時の＞「債権者」の「現在」の住所において＜持参債務の原則＞，それぞれしな

ければならない。 

 

【売主所有の特定物売買の所有権移転時期】 

1. 「売主の所有に属する特定物」を目的とする売買においては，所有権の移転が将来な

されるべき約旨に出たものでない限り，買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずる。

売主の目的物引渡義務と買主の代金支払義務とが同時履行の関係にある場合でも，目

的物の所有権自体の移転が代金の支払又は登記と同時になされるべき約旨でないとき

は同様である。（最判昭和33・６・20） 

【不特定物売買の所有権移転時期】 

2. 不特定物の売買においては，原則として目的物が特定した時＜民 401Ⅱ＞に所有権は

当然に買主に移転する。ＡがＹからの注文を受け，Ｘから亜鉛華５トンを買い受け，こ

れをＹに売り渡し，亜鉛華５トンがＸからＹに直接送られた場合，特に売主（Ｘ）にそ

の所有権を留保するという特約が存しない以上，特定の時をもって所有権は買主に移

転する。（最判昭和 35・６・24） 
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☐☐民６．物権の意義・性質，債権との異同 
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⑴ 物権は，物を「直接」に「支配」する権利であるのに対し，債権の物に対する支配は「間

接的」です。 

債権が「人（債務者）」にあることをせよ（借金を支払えとか，ある物を作れ）と要求

ないし請求する「請求権」であるのに対し，物権は，「物」を直接的に「支配する権利」

です。 

例えば，土地の所有者は，その土地を自ら自由に使うことができるのは当然です（使用

権能）が，その土地を他人に貸して賃料を取得することもできるし（収益権能），さらに，

その土地を売却して売却代金を取得することもできます（処分権能）。 

このように，土地という「物」につき，所有権という「物権」を有する者は，その物を

〈使用〉し，〈収益〉し，〈処分〉する権能を有しています（民 206）。これらの権能を総称

して物を〈支配〉する権利を有していると表現しているのです。 

なお，「直接」とは，主体と客体（物）の間に何らの仲介者を必要としないという意味

です。 

⑵ 物権の「絶対性」（対抗力・追及効），債権の「相対性」 

債権は特定の人，すなわち「債務者」に対してのみ，特定の行為を請求しうる権利であ

るのに対し，物権は「すべての人」に対して主張することができる権利です。 

⑶ 物権の排他性～一物一権主義～ 

「物権」は「物」を支配する権利ですが，その支配の方法は，絶対的であり，かつ排他

的（独占的）です。 

それゆえ，同じ「債務者」に対し同じ内容の債権が二つ以上成立することは法律的には

可能であるのに対し，同一の「物」の上に同じ内容の物権が二つ以上成立することはでき

ません（この原則を「一物一権主義」と言います。）。 

例えば，ある土地がＡの所有に属するならば，その土地上に重ねてＢの所有権が成立す

ることはできません。ある土地が，Ａの（単独）所有でもあり，Ｂの（単独）所有でもあ

るということはありえません。 

⑷ 物権的請求権 

たとえ「物」に対する排他的支配性が認められていても，その物の使用が妨害されたり，

奪取されたりして，その支配が侵害されるならば，排他的支配権としての意味はなくなっ

てしまいます。 

それゆえ，「排他的支配権」ということから当然に，妨害を排除したり，原状を回復し

たりする効力が認められています。これを「物権的（物上）請求権」といいます。 

⑸ 公示の原則・物権法定主義 

さらに，このような強力な効力を持つ物権は，第三者の利害に関係するところが大です

から，誰が物権者であるかを社会一般にあらかじめ知らせておく必要がありますし（公示

の原則，民 177，178），物権の種類を法律で定めておく必要があります（物権法定主義，

民175）。 
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☐☐民７．物権法定主義・物権の種類 

民第175条（物権の創設） 

 物権は，この法律その他の「法律」＜×法令＞に定めるもののほか，＜その種類及び

内容とも＞創設することができない＜物権法定主義＞。 

  

物権の直接支配性 排他性 公示の要請 物権法定主義 
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【物権法定主義の意義】 

「物権法定主義」とは，どのような原則なのですか。 

 

Ａ 物権は，民法その他の法律（「法令」ではないことに注意）で定められたものに限り，

その成立が認められ，当事者が自由にこれを創設すること（種類及び内容とも）は許され

ません（民175）。これを「物権法定主義」といいます（「物権限定主義」ともいわれてい

ます）。 

その根拠としては，次の２点が指摘されています。 

第１に，近代法が近代社会成立以前に土地の上に存在していた複雑な封建的支配関係

を整理して，土地に関する権利関係を単純化し，もって「自由なる所有」を確保して土地

取引のための道を開いたにもかかわらず，これがその後くつがえされて新たに「自由なる

所有」を妨げるような封建的物権関係の復活することをおそれ，近代的議会制度をうしろ

だてとしてできるだけこれを阻止しようとしたこと， 

第２に，物権には排他性，したがって優先的効力があるから必ずその公示を伴うことを

要するところ，動産物権の公示方法たる占有については，それが当事者の自由に創設する

あらゆる物権を公示することは不可能であり，また不動産物権の公示方法たる登記につ

いても，それが種々の物権の形態を公示することは不可能でないとしても，これにより登

記面の混乱をひき起こして，公示の目的を達することができなくなるおそれがあり，した

がって，物権の類型をあらかじめ法律で一定しておき，このうちから選択させることが，

物権公示の機能をもっともよく発揮させるという点にあります。 

 

【慣習上の物権】 

1. 他人の土地の上に建物を所有するため，その土地を使用する権利は地上権（民265）で

あって，所有権以外の「上土権」なる地表のみの所有権を認めることはできない。（大

判大正６・２・10） 

2. 「水利権（流水利用権）」とは，流水を使用しうる権利であり，慣習上の物権的
．
権利と

して認められているが，登記することはできない（不登３参照）。（大判明治 33・２・

26） 

3. 「湯口権（温泉専用権）」は，慣習法上一種の物権的権利に属し，通常温泉の湧出地か

ら引湯して利用する権利は，湧出地そのものから独立した経済価値を有するので，独

立の権利として処分できる。だが，その権利の変動を第三者に対抗するためには，その

権利の変動を明認せしむるに足りる特殊の公示方法を施すことが必要である。（大判昭

和15・９・18） 

4. 債権を担保するために所有権移転の効果を生ぜしめる意思をもって売買譲渡をなすこ

と＜譲渡担保＞は，動産を債務者が占有したまま担保にするために通常行われるもの

であって，虚偽の意思表示（民 94）とはいえず，また脱法行為（民 344参照）でもな

く，有効である。（大判大正３・11・２） 
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民第206条（所有権の内容） 

 所有者は，「法令＜×法律＞の制限内」において，自由にその所有「物」の「使用，収益

及び処分」をする権利を有する＜民 177,不登３①，民178＞。 

 

民第207条（土地所有権の範囲） 

 「土地」の所有権は，法令の制限内において，＜支配可能な範囲において＞その「土地の

上下」に及ぶ。 

 

権 利 部（甲区） （所有権に関する事項）  

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 

 

所有権保存 

 

平成31年２月４日 

第 210号 

所有者 東京都新宿区新宿三丁目２番

３号 

乙野二郎 

２ 所有権移転 令和元年５月26日 

第 570号 

原因 令和元年５月25日売買  

所有者 東京都新宿区新宿一丁目１番

１号 

甲野一郎 

 

 

民第265条（地上権の内容） 

 地上権者は，他人の「土地」において＜×「地代」を支払って：原則無償，民266Ⅰ参照

＞「工作物」＜「建物」の場合は借地借家法が適用されることに注意：借地借家２①＞又は

＜主として植林用の＞「竹木」を所有するため，その土地を使用する権利を有する＜民177,

不登３②，78＞。 

 

 

民第270条（永小作権の内容） 

 永小作人は，「小作料」＜不登 79①②後段＞を支払って他人の「土地」において「耕作」

又は「牧畜」をする権利を有する＜民177,不登３③，79＞。 
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民第272条（永小作権の譲渡又は土地の賃貸） 

 永小作人は，その権利を他人に譲り渡し，又はその権利の存続期間内において耕作若しく

は牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし，設定行為で禁じたときは，この限りで

ない＜不登79③＞。 

 

民第278条（永小作権の存続期間） 

１ 永小作権の存続期間＜不登 79②前段＞は，「20年以上50年以下」とする。設定行為で

50年より長い期間を定めたときであっても，その期間は，「50年」とする。 

３ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは，その期間は，別段の慣習がある

場合を除き，「30年」とする。 

 

 

民第280条（地役権の内容） 

 地役権者は，設定行為で定めた目的に従い，＜×「対価」を支払って＞他人の土地＜承役

地：地役権者以外の者の土地であって，要役地の便益に供されるもの（民285Ⅰ本文かっこ

書）＞を自己の「土地＜要役地：地役権者の土地であって，他人の土地から便益を受けるも

の（民281Ⅰ本文かっこ書）＞の便益」に供する権利を有する。ただし，第三章第一節（所

有権の限界）の規定（公の秩序に関するものに限る）＜相隣関係＞に違反しないものでなけ

ればならない。＜民 177,不登３④，80Ⅰ＞ 

 

民第281条（地役権の付従性） 

１ 地役権は，要役地（地役権者の土地であって，他人の土地から便益を受けるものをいう。

以下同じ）の所有権に従たるものとして，その所有権とともに移転し，又は要役地につい

て存する他の権利の目的となるものとする。ただし，設定行為に別段の定め＜不登 80Ⅰ

③＞があるときは，この限りでない。 

※ 要役地の移転について登記があれば，地役権の移転（不登 80Ⅱ参照）を承役地の所

有者及びその一般承継人に対しても対抗することができる（大判大正13・３・17）。 

☞民法281条1項ただし書の定め（「地役権は要役地と共に移転しない」旨の定め）が

ある場合で，要役地の所有権が移転したときは，「年月日要役地の所有権移転」を

登記原因とする地役権抹消登記を申請する（平成 21年通達記録例285）。 

２ 地役権は，要役地から分離して譲り渡し，又は他の権利の目的とすることができない＜

別段の定め不可＞。 
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民第263条（共有の性質を有する入会権） 

 共有の性質を有する入会権については，各地方の「慣習」に従うほか，この節＜共有＞の

規定を適用する。 

 

民第294条（共有の性質を有しない入会権） 

 共有の性質を有しない入会権については，各地方の「慣習」に従うほか，この章＜地役権

＞の規定を準用する。 

 

1. 入会権は，登記すべきでない（不登３参照）。（大判明治36・６・19） 

2. 共有の性質を有する入会権と共有の性質を有しない入会権を区別する標準は，入会権

者の権利がその共有を目的とする地盤を目的とするか，他人の所有に属する地盤を目

的とするかにある。（大連判大正９・６・26） 

 

民第295条（留置権の内容） 

１ ①「他人」＜債務者以外の者の所有物にも成立＞の「物」＜「不動産」を含む：登記不

要，不登３参照＞の「占有者」は，②その「物に関して生じた債権」を有するとき＜物

と債権の厳格な牽連性＞は，その債権の弁済を受けるまで，その物を留置することがで

きる。ただし，③その債権が「弁済期」にないときは，この限りでない。 

２ 前項の規定は，④占有が「不法行為によって始まった」場合には，適用しない。 

 

民第303条（先取特権の内容） 

 先取特権者は，この法律その他の法律の規定に従い，その「債務者」の「財産」について，
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他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。＜民177,不登３⑤，83＞ 

 

民第306条（一般の先取特権） 

 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は，債務者の「総財産」について先取特権

を有する。 

① 「共」益の費用 

② 「雇」用関係 

③ 「葬」式の費用 

④ 「日用」品の供給 

 ☞優先権の順位→今日こそ日曜（民 329Ⅰ）と覚える 

 

民第311条（動産の先取特権） 

 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は，「債務者の特定の動産」について先取

特権を有する。 

① 不動産の賃貸借 

② 旅館の宿泊 

③ 旅客又は荷物の運輸 

④ 動産の保存 

⑤ 動産の売買 

⑥ 種苗又は肥料（蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ）の供給 

⑦ 農業の労務 

⑧ 工業の労務 

 

民第325条（不動産の先取特権） 

 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は，「債務者の特定の不動産」について先

取特権を有する。 

① 不動産の「保」存 

② 不動産の「工」事 

③ 不動産の「売」買 

☞優先権の順位→ホコーバイは午前中（民 331Ⅰ,337，338，340）と覚える 

 

民第337条（不動産保存の先取特権の登記） 

 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには，「保存行為が完了した後直ちに」登

記をしなければならない。 

 

民第338条（不動産工事の先取特権の登記） 

１ 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには，「工事を始める前」にその「費用

の予算額」を登記しなければならない＜不登85，86＞。この場合において，工事の費用

が予算額を超えるときは，先取特権は，その超過額については存在しない。 
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民第340条（不動産売買の先取特権の登記） 

 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには，「売買契約と同時」に，不動産の「代

価又はその利息」の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 

 

民第329条（一般の先取特権の順位） 

１ 一般の先取特権が互いに競合する場合には，その優先権の順位は，第 306 条各号に掲

げる順序＜①共益の費用，②雇用関係，③葬式の費用，④日用品の供給の順序＞に従う。 

２ 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には，特別の先取特権は，＜原則と

して＞一般の先取特権に優先する。ただし，「共益の費用の先取特権」は，その「利益を

受けた」すべての債権者に対して優先する効力を有する。 

 

民第331条（不動産の先取特権の順位） 

１ 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には，その優先権の順位

は，第325条各号に掲げる順序＜①不動産の保存，②不動産の工事，③不動産の売買の

先取特権の順序＞に従う。 

 

民第336条（一般の先取特権の対抗力） 

 一般の先取特権は，不動産について登記をしなくても，「特別担保を有しない債権者」＜

一般債権者，未登記の抵当権者等＞に対抗することができる。ただし，「登記をした第三者」

＜第三取得者，登記をした抵当権者等＞に対しては，この限りでない。 

☞一般の先取特権は，債務者の財産中に不動産が含まれているときは，その不動産につき

これを登記することができるが，通常はその被担保債権額も少なく，使用人（雇用契約

に基づいて労務を提供する者）や日用品を供給した者が債務者の不動産について一般の

先取特権の登記をすることは期待できない。そこで，一般の先取特権は，登記をしなく

ても，特別担保を有しない債権者には対抗することができるとされたものである 
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民第342条（質権の内容） 

 質権者は，その債権の担保として債務者又は「第三者」＜物上保証人＞から「受け取った」

「物」を占有し，かつ，その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権

利を有する。＜民 177,不登３⑥，95，民192＞ 

 

民第344条（質権の設定） 

 質権の設定は，＜動産質及び不動産質を問わず＞債権者にその目的物を「引き渡す」こと

によって，その効力を生ずる。 

☞意思主義（民 176）の例外として「要物契約」 

 

民第352条（動産質の対抗要件） 

 動産質権者は，「継続して質物を占有」しなければ，その質権をもって「第三者」に「対

抗」することができない。 

 

 

民第356条（不動産質権者による使用及び収益） 

 不動産質権者は，質権の目的である不動産の用法に従い，＜設定者の承諾なく：民 350→

298Ⅱ＞その使用及び収益をすることができる＜収益的効力＞。 

 

民第357条（不動産質権者による管理の費用等の負担） 

 「不動産質権者」は，管理の費用を支払い，その他不動産に関する負担を負う。 

 

民第358条（不動産質権者による利息の請求の禁止） 

 不動産質権者は，その債権の利息を請求することが「できない」。 

 

民第359条（設定行為に別段の定めがある場合等） 

 前３条の規定は，設定行為に別段の定めがあるとき，又は担保不動産収益執行（民事執行

法第 180 条第２号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ）の開始があったとき

は，適用しない。 
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民第360条（不動産質権の存続期間） 

１ 不動産質権の存続期間は，「10年」を超えることができない。設定行為でこれより長い

期間を定めたときであっても，その期間は，「10年」とする。 

 

民第369条（抵当権の内容） 

１ 抵当権者は，債務者又は「第三者」＜物上保証人＞が「占有を移転しないで」債務の担

保に供した「不動産」について，他の債権者に先立って自己の債権＜金銭債権に限られ

ない，期限付債権でも，将来発生する債権でもよい＞の弁済を受ける権利を有する＜優

先弁済的効力のみを有する約定担保物権＞。＜民177,不登３⑦，88Ⅰ＞ 

☞諾成（民 176）・不要式の物権契約 

２ 「地上権」＜採石権：採石4Ⅲ＞及び「永小作権」＜×地役権（民281Ⅱ参照），賃借権

＞も，抵当権の目的とすることができる。この場合においては，この章＜第 10章抵当権

＞の規定を準用する。 

 

 

改正民第370条（抵当権の効力の及ぶ範囲） 

 抵当権は，抵当地の上に存する建物を除き＜土地と建物が別物であることを示唆＞，その

目的である不動産（以下「抵当不動産」という）に「付加して＜法律上＞一体となっている

物」＜付合物：民242＞に及ぶ。ただし，設定行為に別段の定めがある場合＜不登88Ⅰ④＞

及び債務者の行為について第 424 条第３項に規定する詐害行為取消請求をすることができ

る場合＜詐害的付加一体物＞は，この限りでない。 
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民第375条（抵当権の被担保債権の範囲） 

１ 抵当権者は，「利息その他の定期金を請求する権利」を有するときは，その満期となっ

た最後の２年分についてのみ，その抵当権を行使することができる。ただし，それ以前の

定期金についても，「満期後に特別の登記をしたとき」は，その登記の時からその抵当権

を行使することを妨げない。 

２ 前項の規定は，抵当権者が「債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利」

を有する場合におけるその最後の２年分についても適用する。ただし，利息その他の定期

金と通算して２年分を超えることができない。 

☞「民法第 375条第２項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは，その定め」は，

抵当権の登記の登記事項とされている（不登 88Ⅰ②）。 

 

 

 

改正民第398条の２（根抵当権） 

１ 抵当権は，設定行為で定めるところにより，一定の範囲に属する＜包括根抵当不可＞

「不特定の債権」を極度額＜債権極度額：民 398 の３Ⅰ＞の限度において担保するため

にも設定することができる。＜民177,不登３⑦，88Ⅱ＞ 

２ 前項の規定による抵当権（以下「根抵当権」という）の担保すべき不特定の債権の範囲

は，①＜根抵当権者と＞債務者との＜直接の＞特定の継続的取引契約によって生ずるも

の②その他＜根抵当権者と＞債務者との一定の種類の＜直接＞取引によって生ずるもの

に限定して，定めなければならない。 

３ ③特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は④手形上若しくは小

切手上の請求権＜回り手形・回り小切手＞又は電子記録債権（電子記録債権法（平成 19

年法律第 102 号）第２条第１項に規定する電子記録債権をいう。次条第２項において同

じ。）は，前項の規定にかかわらず，根抵当権の担保すべき債権とすることができる。 

 

民第398条の３（根抵当権の被担保債権の範囲） 

１ 根抵当権者は，確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生

じた損害の賠償＜確定した元本につき確定後に生じたものを含む＞の全部について，極

度額＜債権極度額⇔元本極度額；民 375 の適用ナシ＞を限度として，その根抵当権を行

使することができる。 
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民第398条の６（根抵当権の元本確定期日の定め） 

１ 根抵当権の担保すべき元本については，その確定すべき期日を「定め」又は「変更」す

ることが「できる」。 

３ 第１項の期日は，これを定め又は変更した日から「５年以内」でなければならない。 

 

 

民第180条（占有権の取得） 

 占有権は，①自己のためにする意思をもって②「物」＜動産・不動産不問，登記不要＞を

所持することによって取得する＜自己占有・直接占有＞。 

☞「自己のためにする意思」とは，所持による事実上の利益を自己に帰属させようとする

意思であり，この利益には，積極的な利益のみでなく，所持を失えば責任を問われ損失

を受けるおそれがあるような者が，責任を負わないよう所持するという意味での「消

極的な利益」も含むと解されている。 

 

民第181条（代理占有） 

 占有権は，＜賃借人・受寄者等の＞代理人によって取得することができる＜代理占有・間

接占有＞。 

 

民第197条（占有の訴え） 

 「占有者」は，次条から第 202 条までの規定に従い，占有の訴えを提起することがで

きる。他人のために占有をする者＜賃借人等の占有代理人＞も，同様とする＜「自己の

名」において占有の訴えを提起することができる＞。 

 

民第198条（占有保持の訴え） 

 占有者がその占有を妨害「された」とき

は，占有「保持」の訴えにより，その妨害

の停止＜相手の故意過失不問＞及び損害の

賠償＜相手の過失必要：大判昭和９・10・

19＞を請求することができる。 

 

民第201条（占有の訴えの提起期間） 

１ 占有保持の訴えは，「妨害の存する間」

又は＜損害賠償請求は＞その「消滅した

後１年以内」に提起しなければならない。

ただし，「工事により占有物に損害を生

じた場合」において，その「工事に着手

した時から１年を経過」し，又はその「工
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民第199条（占有保全の訴え） 

 占有者がその占有を妨害「されるおそれ」

があるときは，占有「保全」の訴えにより，

その妨害の予防「又は」＜×及び＞損害賠

償の担保を請求することができる。 

 

事が完成」したときは，これを提起する

ことができない。 

２ 占有保全の訴えは，「妨害の危険の存

する間」は，提起することができる。こ

の場合において，工事により占有物に損

害を生ずるおそれがあるときは，前項た

だし書の規定を準用する。 

3 占有回収の訴えは，占有を「奪われた時」

から「１年以内」＜×２年：民193と対

比＞に提起しなければならない。 

 

民第200条（占有回収の訴え） 

１ 占有者がその占有を「奪われた」＜×

詐取・遺失＞ときは，占有「回収」の訴

えにより，その物の返還「及び」損害の

賠償を請求することができる。 

２ 占有回収の訴えは，占有を侵奪した者

の＜善意（過失の有無不問）の＞「特定」

承継人＜「包括承継人」に対しては善意

でも提起可＞に対して提起することがで

きない。ただし，その承継人が侵奪の事

実を「知っていたとき」は，この限りで

ない。＜「悪意の特定承継人」に対して

は提起可＞ 

 

民第202条（本権の訴えとの関係） 

１ 占有の訴えは「本権の訴え」を妨げず，また，本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 

２ 占有の訴えについては，本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 
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☐☐民８．公示の制度の概略 

 

⑴ 公示の制度の必要性 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

物権の直接排他性 

公示の必要性 公示手段 

動 産 占有 

不動産 登記 
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⑵ 公示の原則―不動産物権変動の対抗要件― 
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⑶ 動産物権変動の対抗要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 公信の原則 
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民第176条（物権の設定及び移転：意思主義） 

 物権の設定及び移転は，当事者の「意思表示のみ」によって，その効力を生ずる。 

 

民第177条（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 

 Ⓐ不動産に関する物権のⒷ得喪及び変更は，Ⓒ不動産登記法その他の登記に関する法律

の定めるところに従いその登記をしなければ，Ⓓ「第三者」＜善意・悪意不問，最判昭和 32・

９・19＞に「対抗」することができない。 

 

不登第３条（登記することができる権利等） 

登記は，不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等（保存，設定，移転，

変更，＜差押え等の＞処分の制限又は消滅をいう。次条第２項及び第 105条第１号において

同じ。）についてする。 

＜×占有権＞  

① 所有権   

② 地上権   

③ 永小作権  

④ 地役権   

＜×入会権＞ 

＜×留置権＞  

⑤ 先取特権  

⑥ 質権   ~ 

⑦ 抵当権   

⑧ 賃借権   

⑨ 配偶者居住権 

⑩ 採石権（採石法（昭和25年法律第291号）に規定する採石権をいう。第 50条及び第

82条において同じ。） 

 

不登第５条（登記がないことを主張することができない第三者）  

１ 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は，その登記がないことを主張する

ことができない。 

２ 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は，その登記がないことを主張するこ

とができない。ただし，その登記の登記原因（登記の原因となる事実又は法律行為をいう。

以下同じ。）が自己の登記の登記原因の後に生じたときは，この限りでない。 

 

改正民第605条（不動産賃貸借の対抗力） 

 不動産の賃貸借は，これを登記＜不登３⑧，81＞したときは，その不動産について物権を

取得した者その他の第三者に対抗することができる。 
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改正民第1028条（配偶者居住権） 

１ 被相続人の配偶者（以下この章において単に「配偶者」という。）は，被相続人の財産

に属した「建物」に相続開始の時に「居住」していた場合において，次の各号のいずれ

かに該当するときは，その居住していた建物（以下この節において「居住建物」という。）

の全部について無償で使用及び収益をする権利（以下この章において「配偶者居住権」

という。）を取得する。ただし，被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と

共有していた場合にあっては，この限りでない。 

① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 

② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 

 

改正民第1031条 （配偶者居住権の登記等） 

１ 居住建物の所有者は，配偶者（配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節にお

いて同じ。）に対し，配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。 

２ 第 605 条の規定は配偶者居住権について，第 605 条の４の規定は配偶者居住権の設定

の登記を備えた場合について準用する。 
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【登記を要する物権変動：無制限説】 

1. 民法176条は物権の設定・移転における当事者間の関係を定め，177条は物権の得喪・

変更における当事者とこれに関与しない第三者との関係を定めており，両者は全く異

なる関係を規定するものであるから，177条の規定は，不動産に関する 176条の意思表

示による物権の設定・移転の場合に限って適用されるものではなく，家督相続のよう

に法律の規定によって物権変動が生じる場合にも適用され，その物権変動を第三者に

対抗するためには登記をする必要がある（大連判明治 41・12・15）。 

【第三者の範囲：制限説】 

2. 民法第 177 条にいわゆる第三者とは，当事者若しくはその包括承継人以外の者であっ

て，不動産に関する物権の得喪及び変更の「登記欠缺を主張する正当の利益を有する

者」を指称する。同一の不動産について所有権・抵当権等の物権又は賃借権を正当の権

原によって取得した者や，同一の不動産を差し押さえた債権者又はその差押について

配当加入を申し立てた債権者は，本条の第三者に当たる（大連判明治41・12・15）。 

3. 不動産の二重売買において，第二の買主は，自らがその登記を備えていないとしても，

第一の買主の登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者に該当するから，

第一の買主は，第二の買主より先に譲渡を受けていたとしても，その所有権移転登記

を経ていない限り，所有権の取得を第二の買主に対抗することができない。（大判昭和

９・５・１） 

4. 無権限で他人の不動産を占有する者は，民法 177 条にいう「第三者」に該当せず，所

有権者は，「不法占有者」に対して登記がなくても所有権の取得を対抗することができ

る。Ａがその所有する本件家屋をＹに賃貸し，Ｙが本件家屋に居住していたが，Ｘが本

件家屋を買受け，Ｙとの賃貸借契約を承継した後，その賃貸借を合意解除した場合，Ｙ

は何らの権限なくしてＸ所有の本件家屋を占有する不法占拠者であるから，Ｘは登記

がなくても，Ｙに所有権の取得を対抗し得る（最判昭和 25・12・19）。 

5. ある不動産につき実質上所有権を有せず，登記簿上所有者として表示されているにす

ぎない「架空の権利者」は，実体上の権利を取得した者に対しては，その登記の欠缺を

主張することができず，その一方で，真正の所有者に対し，その所有権の公示に協力す

べき義務を有するから，真正の所有者は，所有権に基づき所有名義人に対し所有権移

転登記の請求をすることができる（最判昭和34・２・12）。 

【第三者の善意・悪意】 

6. 第三者が善意であると悪意であるとを問わず，登記をしない物権変動は，これをもっ

て第三者に対抗することができない。（最判昭和32・９・19） 

【背信的悪意者】 

7. 実体上物権変動があった事実を知る者において，当該物権変動についての登記の欠缺

を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には，かかる背信的

悪意者は，登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであって，民法

第177条にいう第三者に当たらない。ＹがＡから本件土地を買い受け，20年以上にわ

たって占有していることを知ったＸが，登記がされていないことに乗じ，Ｙに高値で

売りつけて利益を得る目的で，Ａから本件土地を買い受けた等の事実関係の下では，
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Ｘは背信的悪意者であり，Ｙは登記なくして所有権の取得をＸに対抗することができ

る。（最判昭和43・８・２） 

8. 所有者甲から乙が不動産を買受けたが，その登記が未了の間に，背信的悪意者丙が当

該不動産を甲から二重に買受け，さらに丙から転得者丁が買受けて登記を完了した場

合には，丙は背信的悪意者といえども全くの無権利者というわけではなく，また，背

信的悪意者として「第三者」から排除されるかどうかはその者と第一譲受人との間で

相対的に判断されるべき事柄であるから，丁は，乙に対する関係で丁自身が背信的悪

意者と評価されるのでない限り，当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗すること

ができる。（最判平成８・10・29） 

 

 

民第94条（虚偽表示） 

１ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は，「無効」とする。 

２ 前項の規定による意思表示の無効は，「善意」＜無過失不要＞の第三者に対抗すること

ができない。 

 

【第94条第２項の類推適用】 

1. ＸはＡの懇請により，Ｙに使用させるためにＢから本件家屋を買い受けたが，Ａと

Ｙの協議により，Ｂから直接Ｙ名義に所有権移転登記がなされた場合に，Ｘがそれ

を承認したときは，民法第94条第２項を類推して，Ｘは，Ｙが実体上所有権を取

得していないことを，善意の第三者に対抗することができない。（最判昭和29・

８・20） 

2. 不動産の所有者が，他人にその所有権を帰せしめる意思がないのに，その他人の所

有名義の登記を経由した場合は，当該登記について登記名義人の承諾のないときで

あっても，不実の登記の存在が真実の所有者の意思に基づくものである以上，民法

第第94条第２項の類推適用により，登記名義人に当該不動産の所有権が移転して

いないことを，善意の第三者に対抗することができない。（最判昭和45・７・24） 

3. 所有者の不実登記に対する承認が登記経由の事前か事後かによって，登記の外形を

信頼した第三者の保護に差異を設けるべき理由はないから，不実の所有権移転登記

が所有者の不知の間に他人の専断によってされた場合でも，所有者が不実の登記を

されていることを知りながら，これを存続させることを明示又は黙示に承認してい

たときは，民法第94条第２項を類推適用し，所有権者は，登記名義人が所有権を

取得していないことを，「善意」の第三者に対抗することができない。（最判昭和

45・９・22） 
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【公信の原則を認めない立法政策の根拠】 

⑴ 「公示の原則」とは，物権の変動は，外部からこれを認識できるような何らかの表象

を伴わなければならないとする原則をいいます。 

⑵ この原則がとられるのは，物権が排他性を有し，同一物の上に同一内容の物権が成立

することを許さないものであることから，一定の外形，つまり，不動産においては「登

記」によって，外部から物権変動があったことを認識できるようにしておかなければ，

第三者に不測の不利益を及ぼす結果となるからです。 

⑶ これに対して，「公信の原則」とは，物権の存在を推測させるような表象がある場合

には，たとえその表象が実質的権利を伴わなくても，そのような表象を信頼した者は，

保護されなければならないとする原則をいいます。 

⑷ 現行民法は，動産の占有については公信力を認めています（即時取得：民 192）が，

「登記」には公信力を認めていません（ただし，民法第 94条第２項を類推適用するこ

とにより，登記に公信力を認めたのと同じ結果が導かれています）。 

⑸ また，一般に，公示の原則は，登記されて「いない」物権変動は存在していないとい

う消極的な信頼を保護するものであり，公信の原則は，登記されて「いる」物権変動は

実際にも存在しているはずだという積極的な信頼を保護するものだといわれています。 

⑹ すなわち，登記名義人から不動産を買い受けようとする者は，登記簿の記録を手がか

りに登記名義人が本当に所有権を取得しているか否かを確かめることで，無権利の登記

名義人を真正権利者と誤信して取引をすることを回避することができます。 

⑺ これに対して，登記されていない物権変動は，その存在を知らしめる徴表が存在して

いないので，すでに所有権を失っている登記名義人を未だ所有権を保持しているものと

誤信して取引をすることを回避することは困難です。 

⑻ それゆえ，登記に公信の原則（公信力）を認めなくても，それによって第三者が害さ

れる危険性は少ないが，公示の原則（対抗力）を認めないと，第三者は不測の損害を被

る危険を免れることができなくなってしまいます。 

⑼ また，二重譲渡の第一譲受人は権利を取得すると同時に登記をしようと思えばできる

のですから，これをしないで放置している間に第二譲受人が登場して先に登記を備えて

しまうことを自らの努力によって回避することができるのに対し，自己名義で登記した

不動産について第三者が勝手に名義を書き替えて善意者に転売して移転登記をしてし

まうという事態を回避しようと思うなら，不動産所有者は四六時中自己の所有する不動

産の登記記録を監視し続けなければならないことになってしましますが，このようなこ

とは実際上不可能ですから，善意の第三取得者を保護することは，真正権利者に酷な結

果となります。 

⑽ したがって，登記に公信の原則は認めないが，公示の原則だけは認めるという立法政

策には，それなりの合理的根拠があるということができるのです。 
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